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SDGs ポータルサイトシステム構築・運用保守等業務委託 仕様書 
 
１ 委託件名 

 SDGs ポータルサイトシステム構築・運用保守等業務委託 
 
２ 目的 

 川崎市では、令和３年３月から、市内の SDGs の達成に向けて取り組む企業・団体を市

が登録・認証する川崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさき SDGs パートナー」（以下、「登

録・認証制度」という。）の運用を開始し、令和３年度は約 1,400 者を登録・認証するなど、

SDGs に資する取組を行う団体の活動支援やネットワークづくりを行ってきた。本業務委託

は、登録・認証制度をより効率的・効果的に運用し、申請者にとって分かりやすい申請方法

に改善するとともに、登録事業者（かわさき SDGs パートナー）及び認証事業者（かわさき

SDGs ゴールドパートナー）同士の連携を図る「川崎市 SDGs プラットフォーム」（以下、

「プラットフォーム」という。）による情報発信及びネットワークづくりを促進するための

ポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）の構築・運用を行うもの。 
 
３ 履行期間 

 契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで 
 
４ 履行場所 

 川崎市総務企画局企画調整課ほか 
 
５ 定義 

この仕様書における用語の定義は、川崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさき SDGs パー

トナー」実施要綱（以下、「要綱」という。）に定めるところによるほか、次の各号に定める

ものとする。なお、管理者及び審査担当者の権限は、川崎市総務企画局企画調整課の職員に

付与されるものとする。 
（１） 管理者 ポータルサイトを統括し、ポータルサイトの管理運用、パートナーの承認、

パートナーへの情報発信等を行う者。なお、管理者は審査担当者のすべての権限を持つ。 
（２） 審査担当者 ポータルサイトから申請のあった情報を審査し、管理者へ承認の依

頼を行う者 
（３） パートナー 川崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさき SDGs パートナー」におけ

る登録事業者及び認証事業者 
 
６ 登録・認証制度の規模及び募集時期とポータルサイトの稼働時期 

（１） 登録・認証制度はおおむね年に４回程度募集を行い、１回における募集期間は２週
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間から１か月程度とする。募集時期及び期間は発注者が任意に定めるものとする。直近

の申請（令和３年１２月募集）の申請件数は 848 件。 
（２） ポータルサイトの稼働は、令和４年１２月までに発注者の立ち合いの元動作確認

を行った上で、パートナーの申請、審査及び承認システムの構築を完了し、令和５年１

月以降の募集からシステムによる申請、審査及び承認を行えるスケジュールとする。 
 
７ 業務概要 

受注者は、発注者と協議の上、ポータルサイトの企画・設計、システム構築、運用・保守

管理等を行うこと。業務の履行にあたっては、以下の点に留意すること。 
（１） 登録・認証制度の申請、審査及び承認システムの構築 

登録・認証制度へ申請する者（以下、「申請者」と言う。）がポータルサイト上で必要

項目を入力し、審査担当者が内容確認・審査・承認依頼・修正依頼を行う機能を構築す

ること。 
（２） パートナーの情報管理機能の構築 

パートナーの情報をシステムで適切に管理し、検索出来る機能を構築すること。また、

任意のパートナー宛てにメッセージや電子データを送信出来る機能を有すること。 
（３） ポータルサイトにおける情報発信システム及びサイトデザインの構築 

川崎市及びパートナーの SDGs に資する取組を市内外に広く発信するサイトとして、

ポータルサイトの訪問者にとって見やすく利用しやすいシステムやデザインを構築する

こと。 
（４） 上記第１号から第３号に掲げるシステムの運用・保守管理を行うこと。 
（５） その他ポータルサイト運営に必要な業務を行うこと。 
 
８ 前提条件 

（１） ISO/IEC 27001（JIS Q 27001）認証またはプライバシーマーク付与認定を取得し

ていること。 
（２） 提供されるシステムは、日本国内のデータセンター内に構築されたクラウド型の

サービスであること。 
 
９ 機能要件 

（１） パートナーの申請 
申請者は、募集期間内にポータルサイトの申請ページから所定の項目を入力すること

で申請を行うこと。 
ア 登録の申請 
登録へ申請をする者は、募集期間内に、以下の項目を入力することで申請を行うこと。 
企業・団体名、企業・団体名のふりがな、形態、業種、所在地、代表者役職、代表者
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氏名、代表者氏名ふりがな、代表者生年月日、代表者住所、担当者氏名、電話番号、メ

ールアドレス、ホームページ URL、SDGs への貢献に向けたトップのコミットメント

または組織としての方針、SDGs への貢献に向けて現在行っていること（もしくは今後

行いたいこと）、登録後の活動イメージや期待、その他（管理者が任意に設定） 
なお、代表者生年月日及び代表者住所は、管理者においてその他の項目とは別に管理

が出来るものとする。 
イ 認証の申請 
認証へ申請をする者は、募集期間内に、アの登録の申請に必要な項目に加えて認証に

必要な項目を入力することで申請を行うこと。（別紙参照） 
ウ 登録から認証への申請 
既に登録事業者となっている者が認証へ申請する場合は、募集期間内にマイページ

からイと同様の項目を入力すること。 
エ システムの共通事項 
（ア）必須項目の入力がない場合は、エラーメッセージを発出し、当該項目の入力を完

了しないと先の手順に進めないようにすること。 
（イ）認証の申請においては、要綱第９条第１項各号に定める基準及び別途発注者が指

定する配点基準に基づいたエラーチェックを行うとともに、申請の前に必要な入力

項目が入力されているか確認メッセージを発出すること。 
（ウ）申請者による申請が完了した場合、申請者のメールアドレスに申請受付のメッセ

ージを自動送信すること。 
（エ）ポータルサイトからの申請によらない場合は、審査担当者による入力を可能とす

ること。 
（オ）管理者は、申請に必要な入力項目の中で任意に設定出来る項目に対して独自に追

加・削除を行えるものとすること。 
（カ）募集期間は管理者が任意に設定出来るものとし、募集期間以外は申請ページへの

アクセスが出来ない状態とすること。 
 
（２） パートナーの審査 

ア 審査担当者は、管理画面において、９（１）で申請者または審査担当者が入力した

情報のほか、別途発注者が指定する基準に基づいた点数を確認することが出来る。 
イ 審査担当者は、管理画面において、９（２）アの情報を、審査状態（申請中・承認

待ち・承認済・修正依頼中）の状態で検索し、一覧を CSV で出力することが出来る。 
ウ 審査担当者は、申請された情報に不備がない場合、管理者宛て承認の依頼をするこ

とが出来る。 
エ 審査担当者は、申請された情報に不備がある場合、不備の理由を添えて申請者宛て

修正の依頼を行い、申請者のメールアドレスに修正依頼のメッセージを送信すること
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が出来る。 
オ 審査担当者は、いずれの審査状態においても、パートナーの申請情報を修正・削除

することが出来る。 
カ 管理者が申請された情報を承認済とした場合、申請者のメールアドレスに審査完

了のメッセージを自動送信すること。 
 
（３） パートナーの情報管理 

ア パートナーごとに ID を付与し、システムによるパートナーの管理を可能とするこ

と。ID は管理者のほか、パートナー自身がマイページで確認することが出来るものと

する。登録事業者から認証事業者になった場合は、同一の ID を引き継ぐものとする。 
イ パートナーごとにマイページを付与し、パートナーはマイページから自身の情報

を変更することが出来る。なお、ポータルサイトに変更した情報の公開を反映するには、

管理者または審査担当者の承認を必要とすること。 
ウ パートナーは、マイページから自身の活動を登録し、その活動内容をポータルサイ

トに公開することが出来る。なお、ポータルサイトに情報の公開を反映するには、管理

者または審査担当者の承認を必要とすること。 
エ パートナーがマイページにログインするパスワードを失念した場合は、パスワー

ドの初期化を行えるようにすること。初期化の方法については、発注者と受注者が別途

協議して定める。 
オ 管理者及び審査担当者は、管理画面において、パートナーの情報を事業者名、登録・

認証の別、募集期間別、業種別、所在地別、任意設定項目の中で選択式とした項目別に

確認することが出来る。また、これらの情報を CSV で出力することが出来る。 
カ パートナーは、マイページから発注者が指定したデザインの登録証または認証書

をダウンロードすることが出来る。ダウンロード可能期間は管理者において任意に設

定可能とし、ダウンロード可能期間以外はダウンロードの画面を非表示とすること。な

お、登録証または認証書は、発注者が用意するデザイン等に変更することが出来る。 
キ 管理者は、管理画面において、パートナーごとのサイト訪問者数及び登録証または

認証書を取得することが出来る。 
ク パートナーの情報は、管理者及び審査担当者のほか、管理者から閲覧権限を付与さ

れた者（以下、「閲覧権限者」という。）も閲覧・検索・CSV 出力を行うことが出来る。

閲覧権限者の ID は、管理者が審査の上、付与するものとする。 
ケ ポータルサイト稼働までにパートナーとなった者の情報は、発注者が指定した形

式で受注者宛て提供し、受注者にてポータルサイト稼働までにデータの取込を行うこ

と。 
コ パートナーの登録・認証の有効期間は、要綱に基づくものとする。登録または認証

の更新に必要な入力項目は別途発注者と協議し、更新期間内に更新を行わなかったパ
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ートナーの情報は、ポータルサイトの公開ページから非表示とすること。有効期間が経

過したパートナーの情報は、発注者の指示した期間内にデータベースからも情報を削

除すること。 
 
（４） パートナー向け情報発信 

ア 管理者は、プラットフォームからの情報発信として、一斉または任意のパートナー

に向けて、登録されたメールアドレスにメッセージ（2,000 文字以上）及び電子データ

（2MB 以上）を送信することが出来る。管理者は、送信するパートナーを、登録・認

証の別、募集期間別、業種別、所在地別、任意設定項目の中で選択式とした項目別に任

意に選択することが出来る。 
イ 管理者は、管理画面において、送信済みメッセージ及び電子データを確認すること

が出来る。 
ウ パートナーは、マイページにおいて、受信済みメッセージ及び電子データを確認す

ることが出来る。 
 
（５） ポータルサイトを活用した情報発信 

ア ９（２）で承認済となったパートナーの情報のうち、公開設定とした項目をポータ

ルサイトで公開し、市内外に広く情報発信を行うこと。公開する項目については発注者

と別途協議し、パートナーごとに任意に設定出来るものとする。 
イ ポータルサイトは、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」、「川崎市ホームペー

ジ作成ガイドライン」及び「川崎市ホームページアクセシビリティ対応基準書」を遵守

し、ウェブアクセシビリティに配慮した上で、サイト利用者にとって利用しやすいデザ

イン・レイアウトを構築し、誰でも容易にアクセスして情報を受け取ることが出来るも

のとする。また、スマートフォンで閲覧した場合にレイアウトが崩れないものとする。 
ウ ポータルサイトを訪問した者は、サイト内において、事業者名、登録・認証の別、

募集期間別、業種別、所在地別、任意設定項目の中で選択式とした項目別、キーワード

によるパートナーの検索を行うことが出来る。 
エ トップページにお知らせ機能を設置し、管理者からパートナーの内外に向けて情

報発信を行うことが出来る。 
オ ポータルサイトのドメインは発注者が指定したものを使用し、ドメイン使用に要

する費用は受注者が負担すること。 
カ ポータルサイトは HTTPS 通信により SSL/TLS で暗号化されていること。 

 
１０ 情報セキュリティ 

（１） 総務省が策定する「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイド

ライン（第３版）」に記載された内容に準拠したデータセンターの選定、システム運用
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が実施されていること。 
（２） 日本国内のデータセンターを利用したシステムが構築されていること。また、本シ

ステムで利用するデータのバックアップの保管先は、海外ではなく国内の複数個所に

あるデータセンターで実施されていること。 
（３） データベースのデータは日次のフルバックアップを行い、最低１か月以上の世代

管理を行うこと。 
（４） データベースサーバーは、インターネットから直接アクセス可能なウェブサーバ

ーとは分離されたシステム構成とし、個人情報を保存するデータベースについては適

切な暗号化が実施されていること。 
（５） ファイアウォールを導入し、システムを利用するために必要な最低限の通信のみ

許可するセキュリティ設計が行われていること。また、管理画面への接続及び専用アプ

リからリクエストされるインターネットを介した通信は、TLS により暗号化されてい

ること。 
（６） システムを構成する各種サーバーに対する死活状況及びリソース状況等のシステ

ム稼働状況を有人により 24 時間 365 日で監視する仕組みが運用されており、異常を検

知した場合は、迅速に復旧対応出来る体制が維持されていること。 
（７） 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開する「安全なウェブサイトの作り方

（改定第７版）に記載された内容に準拠した適切なセキュリティ対策が実施されてい

ること。 
（８） その他「川崎市情報セキュリティ基準」に基づく対応を行うこと。 
 
１１ 保守 

（１） ポータルサイトの運用・保守管理にあたって必要な人員を確保し、24 時間 365 日

体制でシステムを監視し、システム停止等の障害発生時には速やかに発注者へ連絡し、

24 時間未満に復旧出来る体制が整備されていること。 
（２） システム運用・操作に関する管理者、審査担当者及びパートナーからの問合せを受

付するためのヘルプデスクを設置すること。（受注者の休業日を除く） 
（３） システム障害時には、365 日体制で電話を受け付ける緊急窓口を用意すること。 
（４） 入力項目や発出メッセージの修正及び軽易なシステム保守等に対応すること。本

委託に含まれる保守の範囲は、発注者と受注者が別途協議して定める。 
 
１２ 個人情報の適切な維持管理 

（１） 業務を行うに当たり個人情報の取扱いには十分留意し、「川崎市個人情報保護条例」

に基づく対応を行うこと。個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別

記「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏え

い、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、
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個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。 
（２） 業務上知り得た個人情報は、業務の目的外に使用してはならない。履行期間終了後

及び従事者の退職後においても同様とする。 
 
１３ 所有権及び著作権 

（１） 本契約の成果物における所有権及び著作権は、１３（２）を除き発注者に帰属する。 
（２） 受注者が従前から有していた本システムに含まれる機能及び素材（ロゴ等を含む。）

及びプログラム、第三者が権利を有していたプログラム及び第三者が権利を有するパ

ッケージソフトの著作権は、受注者または当該第三者に留保されるものとする。 
（３） その他、本仕様書に記載のない事柄の所有権及び著作権については、発注者と受注

者が別途協議して定める。 
 
１４ 引継ぎ 

（１） 受注者は、履行期間満了後、次期受注者が円滑かつ支障なく業務を遂行出来るよう

確実に引継を行うこと。 
（２） 受注者は、パートナーの情報、パートナーの活動履歴、システムから送信されたメ

ッセージ及びその他発注者が指定する情報を次期受注者に確実に引継を行うこと。 
（３） 受注者は、次期受注者が引続き指定ドメインを使用出来るよう必要な対応を行う

こと。 
 
１５ その他 

（１） ポータルサイト稼働までに管理者及びパートナー向けの操作マニュアルを作成し、

令和４年１２月までに１回以上研修を行うこと。 
（２） 発注者と協議の上、ホームページのウェブアクセシビリティ方針を策定し、その基

準に対応するよう更新し管理すること。ウェブアクセシビリティへの対応は、JIS 
X8341-3:2016 の適合レベル AA を目標とした「川崎市ホームページアクセシビリティ

対応基準書」に準拠すること。また、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針

の更新及び公開を行うこと。 
（３） 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合または本仕様書に定めのない事項につ

いては、発注者と受注者が別途協議して定める。 


